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I.緒 言

白血病殊 に急性白血病に随伴 する出血の発現は予

後決定上重要な る役割 を演 じ,従 つて白血病の化学

療法を行な うに当つて も出血性素因の問題 は終始考

慮 されな ければならない.そ して白血病治療中の出

血性素因 に関 しては種々なる因子が挙げ られている

が,就 中症候性栓球減少症が最 も重要なもの として

認め られている.

所でWright(906)1)以 来栓球と骨髄巨核球機能

に対する探 究が続け られたが,近 年 では森田2)の 所

謂 「栓球分離像」な るものが広 く信ぜ られ骨髄 巨核

球機能の判定 に利用するものが多かつた.然 るに教

室では最近角南,粟 井3) 4) 5) 6)等 が 骨 髄 組 織 培養法

によつて人 巨核球の活発な る運 動を観察 し更 に骨髄

巨核球の栓球分離機転を証明 して,所 謂 「栓球分離

像」は真の巨核球 の栓球分離能 とは無関係であるこ

とを明 らかに した.か くして栓球系に対する抗 白血

病剤の作用を論ず るには骨髄 巨核球の機能を調べ る

ことが最 も重要 となつて きた.

然 し乍 ら,白 血病に対 して化学療法を行なつた場

合の骨髄巨核球機能に就 いては殆んどその報告 を見

ず,単 に末 梢血の栓球数 によつて論ぜ られているに

過ぎない.私 は各種白血病の治療前後に亘 り骨髄組

織培養法 を応用 して巨核球機能 の推移を観察 したの

でその結果を報告 する.

II.実 験 対 象 及 び 実 験 方 法

昭和34年12月 か ら35年8月 迄 に当教室に入院 した

各種 白血病患者15例(急 性骨髄性白血病2例,急 性

淋巴球性 白血病3例,単 球性 白血病3例,慢 性骨髄

性 白血病6例,慢 性淋巴球性 白血病1例)に 就いて

胸骨骨髄を使用 した.

骨髄組織培養法は前述 した2編 と同様に臨床組織

培養を行なうのであ るが 組 織 培 養 盤 は深 さ600μ

のもの(No. 2)を 用い,血 清 及びV. B12は 各3滴

を混 じた.観 察は巨核球機能の活溌な,培 養後24時

間目に於いて増生帯に出現せ る全巨核球に就いて行

なつた.

出現巨核球数及び巨核球機能の判定方法は教室の

角南,粟 井等の方法に従つた.即 ち出現巨核球数は

培養後細胞増生帯に出現 した巨核球数を以つて表わ

したが,そ の際巨核球数は培養 した組織片 によつて

一つの症例で も各標本の間にかなりの開きがあるた

め,一 症例に就き4枚 の標本を作製 して出現巨核球

数の平均値を求めた.又 巨核球 機能はその運動形態

及び栓球分 離 状 態 に よ り次の4型 に分類 した(図

1).

R型　 静止状 態

A型　 単純な る変形運動

B型　 偽足形成運 動

C型　 触手状突起形成運動
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図1　 巨核球 運動形態 の分類

以上のうち, A, B, Cの3型 に就 き,各 出 現 巨核

球総数(R+A+B+C)に 対す る百分率を求めた.

なお, A+B+Cを 以つて全運動型巨核球数 とした.

III.実 験 成 績

寛解基準には第1編 で述べ た4型 の骨髄増生様式

即 ち白血病型,中 間型,正 常型及び低形成型を以つ

て表わ し,又 記述中の正常値 は角南,粟 井等の健康

人平均値に依 つた.

培養症例15,培 養回数36回,標 本に して144枚 に

就いての観察結果を各症 例ごとに述 べ る.

(1)急 性骨髄性 白血病

第1例　 角○久○　 7才　 男

治療前では出現 巨核球数0.5で 著 しく低値であ り,

機能 に到つてはどの標本 にも運動型を認めなかつた.

しかるにPrednisoloneの 大量療 法 に より寛解 して

増生様式 が中間型を示 した際,そ の出現 巨核球 数は

12.7と 改善 して正常値をかな り越えた.巨 核球 の機

能 もA, B, C各 型はそれぞれ17.6%, 1.9%, 3.9%

と正常値 に近ずいた.

末 梢血栓球数は治療前26.7万,寛 解時43.8万 で出

血性素 因は全 く認められなかつ た.

第2例　 池○正○　 24才　 男

治療前 には出現巨核球数12.8で 正常値 よりやや多

いが,運 動型巨核球 はA, B, C型 がそれ ぞれ1.0%,

 2.0%, 0%と 著明な機 能 低 下を示 していた.し か

るにPrednisolone, 6MP併 用治療 後増 生様式が正

常型寛解 を示すに到 つた際,出 現巨核球数 は22.9と

正 常 値 の 約5倍 の 高 値 とな り,機 能 に於いて も

A, B, C型 はそれ ぞ れ19.3%, 18.4%, 28.5%と 増

加 し,機 能の旺盛なB, C型 は正常値 を遙 かに越え

て特 にC型 に就いて は正常値の10倍 以上 を示 し巨核

球機能の亢進が認め られ た.

本例は治療前 に鼻出血,歯 齦出血等の出血性素因

を認めたが,こ れ らは治療 により改善 した.し か し

末梢血栓球数は単 に23.4万 か ら29.7万 に増加 した程

度である.

(2)急 性 淋巴球性白血病

第3例　 浅○糸○　 17才　 女

治療前には出現巨核球数4.5で 大体正常値の範囲

内にあるが,巨 核球機能はA, B, C各 型 がそ れぞれ

16.9%, 5.5%, 0%で 正 常 値の約1/2で あつた.

 Prednisoloneを 使用 して寛解を得たが治療後4回 に

亘つて骨髄培養を行 なつた.第1回 は中間型寛解の

ときで出現巨核球数 は15.0と 増加 し,巨 核球機能 も

A, B, C各 型は21.7%, 10.0%, 5.0%を 示 し概ね正

常値 に近ずいた.第2回 も増生様式は中間型 で出現

巨核球数は3.3と 減少 したが,機 能 はA, B, C各 型

がそれぞれ29.2%, 7.7%, 0%で 前 回 と大差がな

かつた.第3回 も中間型を保持 しており出現巨核球

数 は4.3でやや減少,機 能 はA, B, C各 翼がそれぞれ

5.9%, 11.1%, 0%で かな り低 値であつた.第4

回 も亦 中間型であつたが出現 巨核球数は5.5で 略々

正常値であ り,巨 核球機能はA, B, C各型が18.2%,

 18.2%, 9.1%と なり機能の旺 盛 なC型 の増加が目

立つた.

末梢血栓球数は 治療前5.5万 で治療後第1回 か ら

第4回 までそれぞれ5.9万, 18.1万, 20.4万, 19.1

万であ り,出 血性素因は終始認め られなかつた.

第4例　 宮○清○　 38才　 女

治療前には出現巨核球数1.8で 極めて低値 であ り,

運動型 の巨核球 は第1例 と同様 どの標本に も全 く認

め られ な か つ た.本 例にはPrednisolone,次 いで

Dexamethasoneを 使用 して著明な寛解を認め寛解時

の骨髄培養を2回 行なつた.第1回 は中間型変化で

出現巨核球数は13.8と 正常値の約2倍 に増加 し,巨

核球機能はA, B, C各 型 がそれぞれ27.3%, 9.1%,

 0%と 増加 して略々正常値となつた.第2回 も増生

様式は中間型で出現巨核球数は前回に比 しやや減少

して7.5と なつ たが,機 能はA, B, C各 型がそれぞ

れ23.3%, 6.7%, 3.3%で 大差が なかつた.

末梢血栓球数は治 療 前1.2万,寛 解時3.2万 及び

6.7万 で出血性素 因は認 めなかつた.
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第5例　 三○千○○　15才　 女

治療前には出現巨核球数0.3で 極めて低値で,運

動型の巨核球は全 く認 め られ な か つた.本 例 には

Dexamethasoneを 使用 し たが 寛解時の増生様式は

正常型変化を示 すに到 り,出 現 巨核球数は5.0と 殆

んど正常値 とな り,巨 核球機 能 もA, B, C各 型 がそ

れぞれ10.0%, 5.0%, 0%と 増 加 した.再 び増悪

して増生様式が白血病型 となつたときに も出現 巨核

球数は3.8で 寛解時 に比 してあまり減少せず,機 能

もA, B, C各 型がそれぞれ13.3%, 0%で 大差がな

かつた.

本例は治療前に鼻 出血 あ り, Rumpel-Leede氏 法

(〓)で あつたが寛解時 で は これ ら出血性素因 は改

善,陰 性化 した.末 梢血 栓球数 は2.6万 から13.5万

に増加 した.再 増悪のとき も栓球数は6.0万 で大 し

た減少 な く,出 血性素因 も認めなかつた.

(3)単 球性白血病

第6例　 三○通 ○　13才　 男

治療前 には出現 巨核球数0.3で 極めて低値 であ り,

巨核球機能 は運動型の もの を認めなかつた. Pred

nisoloneを 使用 し正常型 に迄寛解 したのであるが巨

核球に於いては大 した改善を来さず 巨核球数は2.5

とやや増加 し,巨 核球機能はA型 が20%を 占めたの

みで機能の旺盛 なB, C各 型 は 全 く見 られなかつた.

再増悪を来 して増生様式 が白血病型を示 した時には

出現巨核球数は0.8と 減少 したが巨核球機能はA型

が3.33%, B, C型 は共に0%と な つ て 却 つてわず

かに機能亢進を認めた.

末梢血栓球数は治療 前3.7万,寛 解時5.9万,再 増

悪のときは3.8万 であつた.再 増 悪 に 際 して始めて

歯齦出血,出 血斑などを認め た.

第7例　 定○綾　57才　 女

治療前には出現巨核球数0.5と 極めて低値 であ り,

巨核球機能 は前例と同様 に運動型の ものを認 めなか

つた. Prednisoloneを 使用 して増生様式が中間型に

迄寛解 し,出 現巨核球数 は1.3と わず かに増加 し,

機能はA型 が20%を 占め たのみで, B, C各 型は何

れ も見 られず前例 と大体同 じ成 績を得 た.

末梢血栓球数は治療前1.4万,寛 解時0.1万 であ り,

 Rumpel-Leede氏 法(〓)で 終 始 陰性 化しなかつた.

第8例　 橋○恵○　 10才　 女

Haematoporphyrin及 びPrednisoloneを 使 用 し

て増生様式が正常型にまで寛解 した場 合の成績 は出

現巨核球数1.5で,巨 核球機能はA, B, C各 型がそれ

ぞれ16.7%, 16.7%, 0%で 何れ も極めて低値であ

つた.

この時末梢血栓球数は8.8万 で,治 療前に認めら

れ た出血斑は消失 した.

(4)慢 性骨髄性白血病

第9例　 田○美○○　24才　 女

治療前 には出現巨核球数は22.8で 正常値の4倍 近

い値であつたが,巨 核球機能はA, B, C各 型がそれ

ぞれ9.8%, 1.1%, 0%で 正常値 より遙 かに低 かつ

た. Myleranを 投与 して増生様式が正常型 にまで寛

解 したとき,出 現巨核球数は29.3で 一層 の高値 とな

り,機 能 はA, B, C各 型がそれぞ れ5.1%, 1.7%,

 5.1%で 治療前に比 しA型 は少 なかつたがB, C型 の

増加を認 めた.

末梢血栓球数は治療前44.9万,寛 解時38.3万 で治

療前のみ軽度の鼻 出血があつた.

第10例　 植○梅○　45才　 男

治療前では出現巨核球数9.3で 正常値より多いが

巨核球機能はA型 が5.4%で あり, B, C各 型共に0

%で 機能の低下 を認めた.本 例 に もMyleranを 使

用 したが第1回 培養では中間型寛解 を来 し,出 現巨

核球数は53.8と なり著 明に増加 した.こ れに反 し巨

核球機能はA, B, C各 型がそれぞれ8.8%, 0.5%,

 0%で 正常値に及 ばなかつた.第2回 は増生様式が

再び中間型で,出 現巨核球数は6.0と 減 少したが巨

核球機能 はA型 が8.3%, B, C型 に共に0%で 第1

回の場合と略 々同様の成 績であつた.

末梢血栓球数は治療前18.6万,寛 解時は18.0万,

 9.4万 と順次減少 したが出血 性 素因は全 く認め られ

なかつた.

第11例　 秀○ 代○　62才　 女

本 例 は 治療 前 に は培 養 を行 なつていないが,

 Myleranの 長期投与によつて増生様式が一旦低形成

型に到 るまで寛解 し,そ の後投薬中止により正常型

となつた場合に第1回 培養を行なつて骨髄巨核球を

観察 したのであるが,出 現巨核球数12.5で 正常値の

2倍 あり,巨 核球機能 はA型 のみが2.0%認 め られ

た,第1回 培養の後再びMyleranの 投 与を始 めた

にも拘 らず約3ケ 月後の第2回 培養では増生様式は

やは り正常型で,出 現 巨核球数は28.3と 第1回 の場

合の約2倍 に増加 し,機 能 もA, B, C各 型 がそれぞ

れ14.2%, 0.9%, 1.8%と 改善 した.

末梢血栓球数も第1回14.7万 から第2回34.7万 と

増加 し,出 血 性素因は全 くなかつた.

第12例　 傍○清　27才　 男

前例と同様治療前には培 養 を 行 な つ ていないが
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Myleran使 用により寛 解 を 来 し増生様式 は中間型

か ら正常型を経て低 形成型 に到つた ものであ る.第

1回 は中間型寛 解で,出 現巨核球 数は3.0 ,巨 核球

機能 はA型 が16.7%でB, C各 型は 認 め なかつた.

第2回 は正常型で巨核球数は2.5と 著変 な く,機 能

に就いて もA型 のみが20.0%認 められた.第3回 は

再 び正常型で 巨核 球 数 は2.0,機 能はA, B, C各 型

がそれぞれ12.5%, 12.5%, 0%で あつた.以 上3

回の間には大差 がなかつ たが,第4回 では増生様式

は低形成 型に到 つてお り,ど の標本の骨髄片 も主 と

して脂肪細胞によつて 占められ巨核球は認められな

かつ た.

末梢血栓球 数は第1回 か ら第4回 培養 まで それぞ

れ10.2万, 23.5万, 12.2万, 7.5万 で,そ の間出血

性素因 は認め られなか つた.

第13例　 木○斉○　20才　 男

本例 も長期 に亘 るMyleran療 法 を 行ない,そ の

増生様式 が低形成型に達 した もので ある.前 例 の第

4回 培養 と大体同様の結果を得た.

その際の末梢血栓球数 は11.6万 で,出 血性 素因は

終始認め られな かつた.

図2　 治療前後に於ける巨核球の推移

全運動型: A+B+C　 図中の数字:症 例番号

第14例　 高〇三〇 〇　34才　 女

本例は興味あ る成績 を示 した.即 ち,治 療後の骨

髄培養が正常型変化 を得た ときには出現巨核球数は

159.3と 著 明 な増加 を来 し,巨 核球機能に就いては

A, B, C各 型がそれ ぞれ6.1%, 1.4%, 0%と 逆に

かな り低値で あつた.所 が低形成型 に達 した場合に

は巨核球数 は1.3と 激減 したが,機 能 はC型 のみが

80%を 占め著 明な機能亢進を示 した.こ れ ら巨核球

の大 きさは大体一様 であつたが,正 常の もめよりか

な り小型であつた.な お,使 用 薬 剤 は 同 じくMy

leranで あつ た.

本例は既往歴 として不正性 器出血があつ たが治療

後は何 ら出血性 素因はなかつた.末 梢血栓球数は増

生様式が正常型のとき157.4万 で 低 形 成 型 の とき

17.2万 であつた.

(5)慢 性淋 巴球性白血病

第15例　 佐○木○○　34才　 女

治療前に於 ける成績は出現巨核球数10.0で 正常値

よ りやや多 く,巨 核球機能 はA, B, C各 型がそれぞ

れ10.0%, 7.5%, 5.0%と 全体 としては機能低下を

認めたが, C型 は正常値をやや越 えていた.

末 梢 血 栓球 数 は18.5万 で 出血性

素因としてはRumpel-Leede氏 法(〓)

であつた.

以上の症例 の中で治療前後に亘つて

観察 し得た ものに就いて更にその全貌

を明 らかにす ると図2の 如 くである.

但 し.治 療後2回 以上の培養を行なつ

てい るものでは第1回 培養成績を治療

後の数値 として記載 した.

これによると一般に白血病では治療

前に巨核球機能が極めて低下 しており,

すべての症例で正常値 以下である.出

現巨核球数は急性 白血病に於いては低

下 しているが慢性 白血病に於 いては逆

に増加 してい る.治 療 によ る寛解時に

は巨核球機能は殆 んどの症例で改善 し

て正常値 に近ずいているが,正 常値を

越え るもの は急性骨髄性白血病の1例

のみであ り,慢 性骨髄性白血病では機

能の恢復が劣 り却つて低下 しているも

のもあ る.巨 核球数は殆んどの症例で

よ く改善 し正常よ り高値 となつたもの

が多い.各 種 白血病の中で単球性白血

病は出現巨核球数 も機能 も共に最 も低
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下 してお り治療によつて もあま り改善

していない.

次に寛解 後再び増悪 した第5例 及 び

第6例 に就 いてその寛解時 と増悪時に

於ける巨核球の推移を見 ると,図3に

示す如 く出現 巨核球数,巨 核球機能共

に増悪時にやや低下す る傾 向にあ るが,

機能の亢進を来 すこともあ り,何 れに

して も著 しい変 動は認め られない.

又,第1編 で明 らかにした寛解 時増

生様式の4型 と巨核球 との関係を図4

に示 した.こ れを見 ると増生様式が白

血病型の場合 は巨核球 の出現数 も運 動機能 も共に正

常よ り低 く,中 間型では共に正常値 を中心に分布 し,

正常型では出現数 は正常値 を中心 に分布す るが運動

型はすべて正常値よ り低 く,低 形成 型では 出現数 は

零のことが多いが機能 は却つて極度に亢進 している

ようである.更 にこれ を急性 白性病 と慢性 白血病 と

図4　 巨核球 と増生様式 との関係

●急性白血病(単 球性を含む)

○慢性白血病

に分 けて検討す ると,中 間型 に於いては出現数 も運

動型 も正常値以上の ものは急性 白血病 に多 く,正 常

値以下の ものは慢性白血 病に多い.そ して正常型に

於いては急性 白血病では出現数 も運動型 も中間型の

場合 よりも低下 し,慢 性白血病 では逆に中間型 より

増加 してい る.各 症例の末 梢血液像,骨 髄像及 び臨

床所見 に就いてはその大要 を第1編 に記載 したので

省略 した.

図3　 再増悪前後に於ける巨核球の推移

IV.総 括 並 び 考 按

実験成績 を総括すれば次の通 りであ る.

(A)治 療前 に於 ける骨髄 巨核球

i)急 性白血病

出現巨核球数,巨 核球機能共に正常値 より低下 し,

特 に後者では運動型巨核球を全 く認めない ものがか

な りある.

ii)慢 性白血病

出現 巨核球数 は急性白血病 とは逆 に正常値 より増

加 しているが,巨 核球機能はやはり低下 してい る.

(B)治 療後に於け る骨髄巨核球

i)急 性白血病

出現巨核球数,巨 核球機能共 に増加 を来 し,前 者

は正常値 を越えており,後 者は略々正常値に近ずい

てい る.但 し,単 球性白血病では共 にやや増加す る

程度である.

ii)慢 性 白血病

出現 巨核球数はかな り増加す るが,巨 核球機能 は

やや増加する程度でである.

(C)慢 性骨髄性白血病で低 形成 型変化に到つ

た場合の骨髄 巨核球

培養せ る骨髄片は多数の脂肪細胞によ り占め られ,

巨核球 の認め られない ものが多いが 巨核球を認めた

ものでは機能亢進が著 しい.

(D)急 性淋 巴球性 白血病及び単 球性白血病が

再増悪 した場合の骨髄巨核球

両 者共に寛解時に比 して著 しい変 化は認め られな

い.

白血病に於 ける巨核球に関する研究 は極めて少 な

いが,殊 に各種白血病患者に化学療法 を行なつて寛

解 した場合の骨髄巨核球 に就いて は殆んど報告 され

てい ない.森 田2)は所謂 「栓球分離像」 による分類
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方 法 に従 つて治療前の骨髄巨核球機能を検討 し,慢

性骨髄性 白血病 では巨核球の数的増加 が見 られ,慢

性淋 巴球性 白血 病では巨核球数 も機能 も略 々正常で

あ り,急 性骨髄性白血病 では何れ も高度た減少 して

い ると述 べてお り,私 の治療前に於 ける成績 と結果

的に大体一致 した傾向を示 している.

さて,既 述 の 実 験 成 績 か ら治療前 の急性 白血病

(単球性を含む)に 於 ける末梢血 栓球数の減少 は骨

髄 巨核球の数的減少に もよ るが,そ の機能の低下 に

よる所 が大 きいと云 うことが出来る.し か して骨髄

巨核球の著明な機能低下が認 められた場合に末梢血

栓球数の減少 が比較的軽度の事がある(第1例,第

2例,第6例)の は,造 血巣 の増大 がよく単位 容積

内の栓球生成 機能 の減退を補 つたためと考え られる.

次に慢性 白血病 に於ける栓球数増加は全 く巨核球の

数的増加 によることが知 られ,教 室角南6)が 言及せ

る所 と一致 してい る.

化学療法を行 なつて寛解を得た場合に就いて述べ

る と,急 性 白血 病 に於 い て は 木村7)が 云 う如 く

Steroid hormoneが 白血病 治療 剤 として有効であ る

のみな らず栓球数の増加 をもたらし,更 に止血剤 と

して も極めて優秀な る成績 を示すのであ るが,そ の

栓球増加 は巨核球の機能恢復並びに巨核球数の増加

に基ず くものであることが組織培養 により明確に立

証 さ れ た の で あ る.ま た,慢 性 白血 病 に対す る

Myleranの 作用 は,常 用量で は好中性顆粒球系細胞

に選択的に働 くとされており,教 室瀬崎8)は 骨髄培

養法 を用いてMyleranの 巨核 球 に及 ぼす影響 に就

いて健康人骨髄 への添加実験 を行なつた結果,出 現

巨核球数には軽度減少を認めるが巨核球機能に有意

の影響が認め られない としてい る.私 の実験成績で

は慢性骨髄性 白血病治療後 に出現巨核球数の増加を

来 し,増 生様式が低形成型 に達 した症例では巨核球

の減少 を来 しているが 巨核球機能は亢進 している.

第11例 では正常型寛解の場 合 に更 にMyleran投 与

を行 なつて 巨核球数 と機能の一層の増加 を来 してい

る.こ れ らの事実 か らMyleranは 骨 髄 巨核球に対

しては大 した抑制 作 用 を も たず,従 つてMyleran

はこの面 か ら見た場合慢性骨髄性 白血病 に対 して好

適であ る,と い うことがで きる.

治療前 に於いては各種 白血病 を通 じて出現 巨核球

数の低値である場合は巨核球機能 も低植であり,巨

核球数の減少 を巨核球機能の亢進で補 うという現像

は殆ん ど見 られない.し かるに治療後に於いては既

述 した如 く巨核球数 も巨核球機能 も増加 して おり,

また慢性骨髄性白面病で増生様式が低形成型を示 し

たものは培養骨髄片 に巨核球 を認めない ものが多い

が,第14例 の如 く巨核球 を認めた症例ではその機能

亢進が著 しい.ま た,第1編 で増生様式が低形成型

の場合 に於いても末梢血栓球数の減少は著 しくない

ことを明 らかにしたが,こ れ らの事実か らMyleran

の長期使用による巨核球数の減少 はその機能亢進に

よつて多少 と も代償されるものと考え られ る.

白血病 に於 ける出血性素因は,緒 言で述べた如 く

一般に症候性栓球減少症が主体をなす もの とされて

いるが,勿 論他の因子も関与 しており出血症状発現

の際は種 々なる止血剤 の複合使用が好ま しい.既 に

(D)で 述 べた如 く急性 白血病 の 再増悪 に際 して も

栓球系障碍の少 ない ことから,こ れ ら白血病患者に

はSteroid hormoneの 単独,或 いは 併 用療 法が先

ず選ばれるべ きであると考 える,図3の 如 く中間型

変化に於いては出現巨核球数並 びに巨核球機能は共

に慢性 白血病 よりも急性白血病 に於いて高値を示す

傾 向が あ り,し か も急 性 白血 病 の症例 は殆んど

Steroid hormoneに よる寛解 例 であるからこのSte

roid hormoneが 骨髄巨核球の機 能 改 善をもたらす

ことがうかがわれ る.

第1編 では白血病の化学療法を行な うとき急性白

血病は増生様式正常型を,慢 性白血病は低形成型を

目標にすべ きであると述べ たが,急 性白血病では出

現 巨核球数,巨 核球機能共 に中間型 から正常型に達

するときやや減少 し,慢 性 白血病では巨核球機能は

低形成型で増加 していると考 えられ るが巨核球数の

減少が甚だしい.従 つて出血性素因を考慮 するなら

ば,急 性白血病では増生様式正常型 を目標 として治

療 を行ない正常型 に達 したならば これを保持すべ く

努 め,慢 性 白血病 では低形成型を 目標 として低形成

型 を認め るに至 るや直ちに投薬を中止 して経過を観

察 し再び正常型に復 したとき投薬を再開す るめが最

もよい治療法であ ると考える.

V.結 語

以上各種白血病の化学療法前後 に於ける骨髄巨核

球機能の推移を観察 し,ま たSteroid hormone並 び

にMyleranの 白血病患者骨髄 巨核 球に及ぼす影響

を検討す ると共 に,寛 解時増生様式 の各型 と巨核機

能 との関係を明 らかに した.そ の結果,白 血病の化

学療 法に当つては急性白血病の場合 は増生様式が正

常型変化 を,慢 性 白血病 の場合は低形成 型変化を目

標 として治療を行 ない慢性 白血病に於いては低形成
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型に至るや直ちに投薬を中止して経過を観察するの

が最もよい方法であると考える.
擱筆す るに当 り終始御懇篤なる御指導,御 校閲を

賜わつた恩師平木潔教授並びに大藤真助教授及び教

室喜多島講師に深甚なる謝意を表 する.
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Treatment of Leukemia and Clinical Bone Marrow Tissue Culture

Part 3. A Study on the function of Marrow Megakaryo

cytes Before and After Treatment

By

Toru Kawahara

Department of Internal Medicine, Okayama University Medical School
(Director: Prof, Kiyoshi Hiraki)

The behavior of the marrow megakaryocytes of leukemias before and after chemotherapy 
was observed by bone marrow tissue culture technic. Steroid hormone was used in acute 

leukemia and myleran in chronic for antileukemic chemotherapy.

1. Before treatment, the megakaryocyte count was less than normal level in acute 
leukemia and on the contrary, greater in chronic. The megakaryocyte function decreased 

both in acute and chronic leukmias.

2. After treatment, the megakaryocyte count was found markedly increased in chronic 
leukemia and frequently above normal level in acute leukemia. The megakaryocyte function 

also increased towards normal level both in acute and chronic leukemias and the increase was 
more remarkable in acute leukemia than chronic.

3. At relapse of acute lymphocytic and monocytic leukemias, both the megakaryocyte 
count and function showed no remarkable changes.

4. On the relation to the growth pattern, in acute leukemia, both the megakaryocyte 
count and function showed the tendency of decrease when the growth pattern proceeded from
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the intermediate pattern to the normal. In chronic leukemia, megakaryocyte function increased 
moderately and the count decreased markedly when the pattern proceeded from the normal 

pattern to the hypoplastic.
From the results obtained and on the consideration of the hemorrhagic diathesis, it is 

advisable that in acute leukemia, antileukemic treatment should be given to maintain the 
normal pattern in bone marrow tissue culture and in chronic leukemia, administration of 
antileukemic agents is to be quitted as soon as the hypolastic pattern is observed and after 
a careful observation is paid on the bone marrow tissue clture findings and clinical signs and 
symptoms, the administration should be started again when the culture returns to the 

normal pattern.


